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平成２７年４月

このみんなのはぴネット第10号は45,000部作成し、１部当たりの印刷経費は4.2円です。

環境にやさしい「植物油インキ」を使用しています。

人形の里アートフェスティバルの様子です！
ひ　な

2 月 21 日～３月 1 日の間で

延べ 7 日間、岩槻駅東口コミュ

ニティセンターを主会場に、岩

槻映画祭や創作人形公募展など

が開催されました。今回は「ま

ちかど雛めぐり」と同時開催な

ので、区民の方はもとより、来

訪者の方々にも岩槻の魅力を十

分楽しんでいただけたようです。

人形の里アートフェスティバルが開催！
ひ　な

第３回

いわつきのだるま市
加倉の金刀毘羅宮では、2 月

10 日に「だるま市」が開かれ、

熱心な方々が家内安全・商売繁

盛を願ってダルマを買い求めて

参拝に訪れました。“朝こんぴら

さま
”

と言われ、朝６時から始

まっていますが、賑わいは 10

時～ 14 時です。いつまでも残

しておきたい、岩槻の大切な風

物詩です。

行政の支援と協働

登録
団体

岩槻区民
登録
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「みんなのはぴネット」も 10 号となり、紙面作りは岩

槻区市民活動ネットワーク登録団体の皆さんのご協力をい

ただきながら工夫の積み重ねで進めてきました。紙面構成

が変わると記事のページ立てにも一工夫、記事の内容によ

りカラーページを活かした編集も必要です。登録団体は

47 団体あり、魅力あるまちづくりを推進しています。団

体構成は 6 分野になり、本広報紙では自然・歴史・文化活

動など日頃の活動を紹介しています。

＜市民活動ネットワーク　広報委員会＞　

日　　時：毎月第 1 金曜日 13：30 ～ 15：30

内　　容：介護をしている方・していた方・関心のある方、

日ごろの思いや悩みを話してみませんか？ひとり

で抱え込んだりしないで、ぜひおでかけください。

会　　場：岩槻区役所３階多目的室

参 加 費：100 円（お茶菓子代）

問 合 せ：介護者サロンひなまち（矢萩）

ＴＥＬ　０９０－１０４７－７８３８

介護者サロンひなまち

日　　時：９月６日（日）開演 12：30　終演 16：30

※日時は未確定のため、詳しくはお問い合わせください。

内　　容：合唱・和洋楽器などの演奏

会　　場：岩槻本丸公民館（視聴覚ホール）

問 合 せ：岩槻音楽文化連盟（千葉）

ＴＥＬ　０４８－７９４－２０１５

第 35回ひなの里　秋の音楽祭
出演団体募集

日　　時：岩槻まつり開催日　※事前練習有り

内　　容： 日本三奴のひとつ「岩槻黒奴」に参加しませ

んか？詳しくは「岩槻黒奴」で検索

会　　場：岩槻まつり会場内

対象・定員：小学生～中学生　20 人

問 合 せ：岩槻黒奴保存会（加藤）

ＴＥＬ　０４８－７５６－３５０６

岩槻黒奴保存会

日　　時：４月４日（土）・５日（日）

10：00 ～ 16：00（随時）

内　　容：満開の桜のもと、岩槻城址公園内の遺蹟など、

ガイドがご案内いたします。

集合場所：岩槻城址公園　岩槻城城門（黒門）前

問 合 せ：岩槻観光ボランティアガイド会（石原）

ＴＥＬ　０４８－７５６－５３４９

第38回岩槻城址公園桜まつり
公園内観光ガイドツアー

日　　時：４月４日（土）10：00 ～ 14：00 

内　　容：区の花“やまぶき
”

の里づくりにご協力を

○やまぶきの苗木・・・無償配布

○記念植樹も計画しています

会　　場：桜まつり会場（岩槻城址公園　池の端）

問 合 せ：山吹の里づくりの会（林）

ＴＥＬ　０４８－７５６－４９３５

山吹の里づくりの活動

日　　時：4 月 12 日（日）９：00 ～ 14：00

内　　容：元荒川土手両岸のサイクリング

（岩槻文化公園～大戸永代橋～岩槻橋～城北大

橋～蓮田（ふれあい橋）～岩槻文化公園）

集合場所：岩槻文化公園河川敷

対象・定員：小学生（保護者同伴）～成人　20 人

費　　用：500 円（保険代・その他）

持 ち 物：お弁当・飲み物・運動しやすい服装

問 合 せ：元荒川をきれいにする会（布施）

ＴＥＬ　０４８－７５６－０３４５

元荒川サイクリング
～野草を観察しながら‘水と緑のオアシスロード

’
を走ろう～

あなたも参加してみませんか？

岩槻区では、5 つのウォーキングコース

とジョギングコースを設定しました。健康

増進や仲間づくりにお役立てください。

＜配布場所＞

・区役所コミュニティ課

・区内の公民館、コミュニティセンター

区からのお知らせ
ご利用ください！

「健康ウォーキングマップ」「ジョギングコースマップ」

区民会議は傍聴できます
　区民会議は原則として、すべての方に公開しています。開催日時
は区ホームページに掲載しています。また、議事録は区役所3階情報
公開コーナー、区ホームページでご覧いただけます。

検 索岩槻区区民会議

区民会議だより

平成 26 年度区民会議は、『地域における交流

の【仕掛け】と【仕組み】をつくろう』をテー

マに協議し、次の３項目を区民と行政との協働

のもとに進めるよう提言しました。

①　自治会館など地域の公益的施設の活用によ

　　るふれあいの場づくり

②　身近な公園・緑地などを活用した子どもと

　　大人の遊び場づくり

③　地域活動へのプログラムの提供と協力体制

　　づくり

みんなの活動 市民活動ネットワーク登録団体のみなさんによる、
岩槻の魅力あるまちづくりに向けた活動を紹介します！

人形のまちを創る会

元荒川感謝祭。舟の祭事見学・すずみ湖オカリナ
演奏会・散策等。岩槻区大戸の第六天神社にて。
今年は４月３０日(木)１３：３０～１４：３０

生活サポート「ひなまち」

ストレッチなど軽い体操や脳トレを行い、元気で
明るく過ごせる活動を行っています。次回は、5
月17日(日)・6月21日(日)13:30～16:00

市民活動ネットワークの仲間を紹介します !!

親子ふれあい教育研究所（OFKK）

◆現在活動中の事業◆

①小児科医と連携した子どもの「心理発達相談」

　定例第４土曜日（随時相談可）

　心理カウンセラーが子育てに悩む母親や家

　族の話を傾聴します。

②三世代交流・岩槻市民懇話会「きぼう」毎月

　第４水曜日１８:００～９:３０

　岩槻在住の隠れた才能や知識をお持ちの方

　から話を聞いて楽しむ自由参加の懇話会です。

　高校生から参加できます。

③絵本ライブ＆１日心理相談室

地域からいじめや虐待を出さない。絵本作家

「森野さかな」さんとのコラボレーションで県

内全市町村を巡回しています。

問合せ ：親子ふれあい教育研究所（藤野）

ＴＥＬ・ＦＡＸ　０４８－７５６－４６５７

絵本ライブ＆１日心理相談室

平成27年度事業
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